
　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和2年1月17日

受付番号 開札時間

　　工　　事　　名         　施　工　場　所

落札決定日

             工　　　期

予定価格（税込）

31-72371 9時30分 ㈲鶴見建設 入札金額（税込） 7,461,377

最低制限価格（税込） 7,385,840

㈱エヌコーポレーション 北原建設㈱ 坂田建設㈱ ㈱土木建築山本組

1 保　　留 ㈱中塚建設

（事後審査中）

契約保証金入金日

8,393,000 ～　令和3年3月10日

31-73835 9時35分 坂田建設㈱ 入札金額（税込） 16,625,928

最低制限価格（税込） 16,457,232

㈱エヌコーポレーション 北原建設㈱ 美北建設㈱

2 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

18,744,000 ～　令和3年3月18日

31-73846 9時40分 坂田建設㈱ 入札金額（税込） 10,791,242

最低制限価格（税込） 10,669,582

㈱エヌコーポレーション 北原建設㈱

3 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

12,166,000 ～　令和3年3月18日

31-74152 9時45分 ㈱中塚建設 入札金額（税込） 10,027,864

最低制限価格（税込） 10,016,622

坂田建設㈱ 大東建設㈱ ㈲鶴見建設

4 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

11,242,000 ～令和3年1月14日

津山市 市場ほか 地内

H30-80-122農地ほか4件復旧工事

津山市 加茂町物見ほか 地内

30-636ほか1件河川災害復旧工事

津山市　阿波　地内

30-1844ほか1件河川災害復旧工事

落　　札　　候　　補　　者　　名

そ　の　他　参　加　業　者　

津山市 下横野  地内

H30-66-142ほか3件農地復旧工事



　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和2年1月17日

受付番号 開札時間

　　工　　事　　名         　施　工　場　所

落札決定日

             工　　　期

予定価格（税込）

落　　札　　候　　補　　者　　名

そ　の　他　参　加　業　者　

31-75015 9時55分 坂田建設㈱ 入札金額（税込） 7,083,582

最低制限価格（税込） 7,067,610

㈱エヌコーポレーション 北原建設㈱

6 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

7,986,000 ～令和3年1月29日

31-75040 10時00分 坂田建設㈱ 入札金額（税込） 8,859,356

最低制限価格（税込） 8,749,488

㈱イーテック

7 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

9,988,000 ～令和3年3月5日

31-75047 10時05分 北原建設㈱ 入札金額（税込） 5,616,952

最低制限価格（税込） 5,566,968

㈱イーテック ㈱エヌコーポレーション 坂田建設㈱ 大進建設㈱

8 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

6,248,000 ～令和3年1月19日

31-75055 10時15分 大進建設㈱ 入札金額（税込） 6,483,180

最低制限価格（税込） 6,207,300

㈱エヌコーポレーション 北原建設㈱ 坂田建設㈱

10 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

6,897,000 ～令和3年1月25日

H30-67-119農地ほか2件復旧工事

津山市 加茂町公郷 地内

H30-67-120農地ほか3件復旧工事

津山市　阿波　地内

H30-71-102ほか2件農地復旧工事

津山市 加茂町公郷 地内

H30-67-132ほか1件農地復旧工事

津山市 加茂町公郷 地内



　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和2年1月17日

受付番号 開札時間

　　工　　事　　名         　施　工　場　所

落札決定日

             工　　　期

予定価格（税込）

落　　札　　候　　補　　者　　名

そ　の　他　参　加　業　者　

31-75060 10時20分 ㈱イーテック 入札金額（税込） 4,306,500

最低制限価格（税込） 4,253,865

坂田建設㈱

11 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

4,785,000 ～令和3年2月8日

31-75063 10時25分 ㈱イーテック 入札金額（税込） 4,257,000

最低制限価格（税込） 4,242,810

坂田建設㈱

12 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

4,730,000 ～令和3年2月8日

31-75068 10時30分 坂田建設㈱ 入札金額（税込） 6,585,975

最低制限価格（税込） 6,585,975

㈱イーテック ㈱エヌコーポレーション 北原建設㈱

13 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

7,425,000 ～令和3年2月23日

31-75071 10時35分 坂田建設㈱ 入札金額（税込） 3,590,576

最低制限価格（税込） 3,586,528

14 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

4,048,000 ～令和3年1月8日

津山市 加茂町青柳 地内

H30-67-101ほか2件農地復旧工事

津山市 加茂町下津川 地内

H30-67-113農地ほか2件復旧工事

津山市　阿波　地内

H30-71-101ほか1件農地復旧工事

津山市 加茂町行重ほか 地内

H30-67-127農地ほか2件復旧工事



　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和2年1月17日

受付番号 開札時間

　　工　　事　　名         　施　工　場　所

落札決定日

             工　　　期

予定価格（税込）

落　　札　　候　　補　　者　　名

そ　の　他　参　加　業　者　

31-75076 10時40分 坂田建設㈱ 入札金額（税込） 4,283,323

最低制限価格（税込） 4,225,375

15 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

4,829,000 ～令和3年2月8日

31-78068 10時45分 坂田建設㈱ 入札金額（税込） 3,678,389

最低制限価格（税込） 3,620,331

16 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

4,147,000 ～令和3年2月3日

31-74160 10時50分 ㈱美作開発 入札金額（税込） 34,781,175

最低制限価格（税込） 34,742,400

河井建設工業㈱ ㈱齊藤工務店 ㈱竹中建設 大進建設㈱

17 保　　留 大東建設㈱ ㈱日本原造園土木 ㈱平井組 ㈱平田コーポレーション

（事後審査中） ㈱平田土木

契約保証金入金日

38,775,000 ～令和2年8月3日

津山市　大吉　地内

日本原大吉線道路改良工事その1

H30-67-209水路復旧工事

津山市 加茂町行重 地内

H30-67-212水路ほか1件復旧工事

津山市 加茂町桑原 地内



　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和2年1月17日

受付番号 開札時間

　　工　　事　　名         　施　工　場　所

落札決定日

             工　　　期

予定価格（税込）

31-74863 9時50分 高落札調査価格（税込） 4,274,050 最低制限価格（税込） 3,968,118

㈱アクティブ 4,466,000

5 保　　留

（高落札調査中）

契約保証金入金日

4,499,000 ～令和3年3月5日

31-75050 10時10分 高落札調査価格（税込） 7,419,500 最低制限価格（税込） 6,989,950

美北建設㈱ 7,755,000

9 保　　留

（高落札調査中）

契約保証金入金日

7,810,000 ～令和3年1月25日

津山市 加茂町物見ほか 地内

H30-67-123農地ほか2件復旧工事

津山市  皿  地内

H30-66-401ため池復旧工事

 

高 落 札 調 査 対 象 業 者 名 （高落札調査対象応札額（税込））

 


